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Both aerobic exercise and postural change can systemically increase systemic blood pressure (BP) 

and blood flow. The combination of them may largely alter circulatory parameters. Therefore, the 

present study aimed to clarify the effect of bouncing exercise using a G-ball, which is a ball filled 

with air, on hemodynamics in young adults. In this study, two experiments were performed. In the 

experiment 1, each 10 young males and females conducted the three different tempos bouncing (70, 

80, and 90 bpm) and walking at the two different speeds (3.2 and 6.4 km/h). During rest and all 

exercise conditions, heart rate (HR), finger BP, and cerebral blood flow velocity (BFV) were 

measured. In the experiment 2, 12 young males completed the randomized two conditions (a 

15-min bouncing and resting). HR, finger BP, and cerebral BFV were measured before and after 

each condition. Experiment 1 showed that all tempos bouncing increased HR, finger BP, and 

cerebral BFV compared with resting. Experiment 2 showed that bouncing increased HR, however, 

there was no difference in other parameters between two conditions. These findings suggest that 

peripheral BP and cerebral BFV increase during bouncing exercise using a G-ball, but acute 

bouncing exercise do not affect hemodynamics in young adults. 

 
【緒言】 

心血管疾患や脳血管疾患などの循環器疾患は、

我が国における死因の約 23 %を占める 10）。また、

循環器疾患の医療費は全体の約 20 %を占めてい

ることから、我が国において循環器疾患を予防す

ることは重要な課題である。 

循環器疾患を予防する方策として、定期的な運

動が広く推奨されている一方、身体不活動は世界

の死因第 4 位であることが報告されている。我が

国においては、令和元年の運動習慣を有する者の

割合が、男性で 33.4％、女性で 25.1％に留まって

いることから 11）、運動習慣の定着には課題があ

ると考えられる。さらに、今日では新型コロナウ

イルス感染症の拡大による外出自粛に伴い、身体

活動量が減少したことが報告されている 3）, 7)。し

たがって、日常的な運動を推進するとともに、外

出自粛要請下においても実施可能な運動の提案

が求められている。 

外出を伴わず室内でも簡便に実施できる運動

として G ボールを用いたバウンド運動が挙げら

れる。G ボールは、NPO 法人日本 G ボール協会

により、｢人が上に乗って使用することができる

大きなビニール製のボール」 と定義され 12)、1960

年代にスイスの理学療法士が、神経系に障害を有

する子どもの治療用具として初めて導入したこ

とが知られている。近年では、アスリートのトレ

ーニングやコンディショニングに用いられてい

ることに加え、安価で入手が容易であることから、

フィットネスクラブなどにおいても幅広く活用

されている。しかし、G ボールを用いたバウンド

運動が循環器疾患の予防に有効であるかは全く

検討されていない。 

これまでに、運動は一過的な血圧・血流の上昇

を引き起こし、血管機能を改善することが知られ

ている。一方で、姿勢変化（座位から起立）も同

様に血圧を上昇させることが明らかにされてい

る。したがって、両方の要素を持つバウンド運動

は、循環動態（血圧・血流）をより上昇させる可

能性がある。しかし、G ボールを用いたバウンド

運動が循環動態に与える影響はこれまでに明ら

かにされていない。 

 

【目的】 

本研究では、若年者における G ボールを用い

たバウンド運動が循環動態に与える影響を明ら

かにすることを目的とした。この目的を達成する

ために 2 つの検討課題を設定した。検討課題Ⅰで

は、健常な若年男女を対象に、G ボールを用いて

テンポの異なるバウンド運動を行い、バウンド運

動中の循環動態を評価し、テンポによる違いを検

討した。さらに、我が国において最も実施率の高

いウォーキング運動中の循環動態も合わせて評

価し、バウンド運動中の循環動態との違いを探索

的に検討した。検討課題Ⅱでは、若年男性を対象



 

に、一過性の G ボールを用いたバウンド運動が

運動前後の循環動態に与える影響を検討した。 

 

【方法】 

検討課題Ⅰ 

若年男女 20 名（年齢：24 ± 2 歳）を対象に、G

ボールを用いた異なるテンポでのバウンド運動3

条件（70・80・90 bpm）（以下、Bound 70・Bound 

80・Bound 90）をランダム化して実施し、それに

続いてウォーキング運動 2 条件（3.2 km/h・6.4 

km/h）（以下、Walking 3.2・Walking 6.4）を実施

した。運動時間はいずれの条件においても 3 分間

とした。なお、各バウンド運動条件およびWalking 

3.2 条件の間には 3 分間以上の座位安静を設け、

心拍数が安静状態の数値に下がったのを確認し

てから次の条件に移行した（図 1）。 

 
図 1 検討課題Ⅰプロトコル 

 

本研究では G ボールを用いたバウンド運動 3

条件（70 bpm・80 bpm・90 bpm）とトレッドミル

を使用したウォーキング運動 2 条件（3.2 km/h、

6.4 km/h）を運動条件として設定した。本研究で

は、実施可能かつバウンド運動として成立すると

考えられる 70・80・90 bpm の 3 条件を採用した。

ウォーキング運動の速度は、国立健康・栄養研究

所の改訂版『身体活動の METs 表』を参考に、低

強度運動とされる 3.2 km/h のウォーキング、およ

び中等強度運動とされる 6.4 km/h のウォーキン

グを採用した。 

循環動態の評価として、安静時および各運動条

件中の呼気ガス（METs）、心拍数、血圧（収縮

期血圧・拡張期血圧）、脳血流速度（最高脳血流

速度・最低脳血流速度・平均脳血流速度・拍動脳

血流速度）を測定した。Walking 6.4 において、

体動に伴い脳血流速度のデータに多くのノイズ

が生じ、測定値の妥当性を担保することが困難で

あった。そのため、脳血流速度の比較では、安静

時、Bound 70、Bound 80、Bound 90、Walking 3.2

の 5 条件で脳血流速度を評価することができた

14 名を解析対象者とした。 

図 2に代表的な 1名の脳血流速度の波形を示す。

バウンド運動中は、安静時や Walking 3.2 と比較

して、上下の振幅が大きく不規則な波形を示すこ

とを読み取ることができる。そこで、バウンド運

動のテンポによる影響を詳細に検討するため、周

波数解析を用いて周波数帯ごとに血圧と脳血流

速度を解析し、変動の大きさを表すパワースペク

トル密度を算出した。 

 
 

図 2 脳血流速度生データ 

 

検討課題Ⅱ 

若年男性 12 名（年齢：25 ± 1 歳）を対象に、

70 bpmで 15分間のGボールを用いたバウンド運

動（バウンド運動条件）と 15 分間の座位安静（コ

ントロール条件）をランダム化クロスオーバー試

験にて実施した。各条件の前後で心拍数、血圧、

脳血流速度を評価し、条件と時間による交互作用

を検討した（図 3）。 

 

 
 

図 3 検討課題Ⅱプロトコル 

 

【結果】 

検討課題Ⅰ 

安静時の METs は全ての運動条件と比較して

有意に低値を示した（p < 0.001）。さらに、各運

動条件で比較した結果、Bound 70 のバウンド運

動の METs は、Bound 80、Bound 90、Walking 3.2

に比べて有意に高値を示した。（p < 0.001）。

METs と同様に、安静時の心拍数、収縮期血圧、

最高・最低脳血流速度は全ての運動条件と比較し



 

て有意に低かった（p < 0.05）。また、バウンド

運動に着目すると、心拍数、収縮期血圧、最高・

最低脳血流速度はテンポの遅い Bound 70 で最も

高値を示す傾向が認められた。バウンド運動とウ

ォーキングを比較すると、バウンド運動条件にお

いて、最低脳血流速度の有意な低下が認められた。

さらに、最高脳血流速度から最低脳血流速度を引

いて算出される拍動脳血流速度は、テンポにかか

わらず、バウンド運動において有意に高値を示し

た。 

図 4 に周波数解析を用いて算出した血圧（図

4a）および脳血流速度（図 4b）パワースペクト

ル密度を示した。血圧は、各テンポに対応した周

波数帯（70 bpm, 1.167 Hz; 80 bpm, 1.333 Hz; 90 

bpm, 1.5 Hz）においてパワースペクトルのピーク

が認められたが、突出したピークではなかった。

バウンド運動中の脳血流速度の変動は、ウォーキ

ング運動中よりも大きく、各テンポに対応した周

波数帯においてパワースペクトル密度が高い値

を示した。 

図 4a 血圧パワースペクトル密度 

 

図 4b 脳血流速度パワースペクトル密度 

 

検討課題Ⅱ 

バウンド運動条件とコントロール条件におい

て、心拍数にのみ交互作用が認められた（p < 

0.001）（図 5）。 

一方で、血圧および脳血流速度にはバウンド運

動条件とコントロール条件の間に有意な交互作

用は認められなかった。 

 

 

図 5 両条件の心拍数の変化 

 

【考察】 

本研究では、外出を伴わずに室内で気軽に実施

することができ、かつ一定の運動強度を確保でき

る運動様式として、G ボールを用いたバウンド運

動に着目し、循環動態に与える影響について検討

した。 

検討課題Ⅰでは、若年男女を対象に、テンポの

異なるバウンド運動中の循環動態とウォーキン

グ運動中の循環動態を比較検討した。その結果、

Bound 80とWalking 3.2 が呼吸循環系において同

程度の運動強度であること、Bound 70 は 3.4 

METsであり中等強度の運動に相当する運動であ

ることが示された。また、一般的に運動強度が高

いほど心拍数や収縮期血圧の上昇が大きいこと

が明らかにされており 2）, 6)、本研究のバウンド運

動においても同様の結果が得られた。これらのこ

とから、G ボールを用いたバウンド運動は、テン

ポを調節することでウォーキングと同等の運動

負荷が得られることが示唆された。テレワーク等

で自宅にいる人が増えている今日において、自宅

でも実施可能なバウンド運動が循環動態に与え

る影響を検討した本研究の臨床的な意義は非常

に高いと考えられる。 

一方で、Bound 80 と Walking 3.2 は同程度の運

動強度でありながら、バウンド運動が心拍数や血

圧をウォーキングより上昇させた要因として、運

動様式の違いが挙げられる。バウンド運動は、座

位-立位の上下運動を繰り返し行うことから、ス

クワット運動に類似している。スクワットにおけ

る座位姿勢では、下肢の筋肉の収縮に伴い、下肢

の動脈と静脈が圧迫される 8）。さらに、座位姿

勢は心臓を足の高さに近づけるため、仰臥位状態

と同様に、心臓より下の循環にかかる重力が軽減

される 8）。これらにより、中心の血液量および 1

回拍出量が増加することで心拍出量が増加する

と考えられる 4）, 5）, 8）。一方で、スクワットにお

ける立ち上がりは動脈圧が大幅に低下すること



 

も示されている 9)。この一過性の血圧低下は、末

梢血管抵抗の低下に起因すると考えられている
5）。このようなバウンド運動では、各運動局面に

おいて循環動態を規定する生理的変化が生じる

ことから、大きな循環動態の変動が引き起こされ

ると考えられる。 

検討課題Ⅱでは、若年男性を対象に、G ボール

を用いた一定時間のバウンド運動が循環動態に

与える影響を検討した。その結果、一過性のバウ

ンド運動は、若年男性の運動前後における循環動

態に影響を与えないことが示された。先行研究に

おいて、血管機能を改善させるためには、より長

期的な運動介入を実施することが重要であるこ

とが示唆されている 1) 。したがって、バウンド運

動を継続的に行うことにより、循環・血管機能が

向上する可能性がある。一方で、動脈硬化度が高

い者ほど、より大きな運動介入の効果が期待でき

ることが示されていることから 1)、動脈硬化が進

行した高齢者などにおいては、バウンド運動が循

環動態を改善する運動プログラムとなり得る可

能性がある。以上のことから、今後の研究では運

動トレーニング前後で循環動態を評価すること、

ならびに異なる対象集団における検討によって、

バウンド運動が循環動態に与える影響を明らか

にする必要がある。 

 

【結論】 

検討課題Ⅰより、Bound 80 は、呼吸循環動態

に着目すると、Walking 3.2 と同程度の運動強度

であるが、心拍数や血圧などの上昇はバウンド運

動において顕著に認められた。また、周波数解析

の結果より、バウンド運動は、ウォーキングと比

べて脳血流のより大きな上昇を引き起こす運動

様式である可能性が示された。検討課題Ⅱより、

G ボールを用いた一過性のバウンド運動（70 bpm、

15 分間）は、若年男性の循環動態には影響を与

えないことが示された。 

 以上のことから、若年者における G ボールを

用いたバウンド運動は、運動中の循環動態（特に

脳循環動態）により大きな変動を与えるが、一過

性のバウンド運動は若年者の循環動態を変化さ

せない可能性が示された。 
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